
１１０６１ ５月７日 曇 良 （１８東京２）第６日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

３５ � アンジェトワール 牝３栗 ５４ 北村 宏司飯田 良枝氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４１２－ ６１：２６．９ ２．１�

３６ ソーマサイト 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５１６ ―１：２７．０� ３３．０�
５１０� ショウナンアンジュ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 鎌田 正嗣 ４９８ ― 〃 ハナ ３．２�
２４ � メガクライト 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４８６ ―１：２７．２１� ８．１�
２３ �� マイネケーニギン 牝３黒鹿５４ G．ボス �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加賀 武見 門別 野口牧場 ５０６＋ ８１：２８．５８ １３．５�
（豪）

１２ ダッシュアゲン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春浅川 皓司氏 成島 英春 静内 三木田 明仁 ４５０ ―１：２８．８２ ３５．６	
５９ � ザッツザウェイ 牝３鹿 ５４ 武 豊平田友里恵氏 大江原 哲 静内 静内白井牧場 ４６６ ―１：２９．１１� １４．０

４７ ライブリーダンス 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：２９．３１� ２０．１�
７１４ モモネシャイン 牝３鹿 ５４ 鈴木 慶太小林 博志氏 清水 利章 新冠 新冠橋本牧場 ５０２ ―１：２９．５１� ２９６．７�
８１５ ノーブルアフェアー 牝３栗 ５４

５１ ▲的場 勇人 �東京サラブレッド
ビューロー 古賀 慎明 栃木 東京サラブレッ

ドビューロー ４３４ ―１：３０．１３� １９５．７
６１２ ウィニングガール 牝３栗 ５４ 柴山 雄一時田 勝弘氏 畠山 吉宏 様似 ホウセイ牧場 ５０６ ―１：３０．２クビ ２２３．１�
１１ � ファビラスシュート 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 千津氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４２２ ― 〃 クビ ３２．８�
４８ � クリザンテーモ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二田中 晴夫氏 笹倉 武久 静内 藤沢牧場 ４５２ ―１：３１．２６ ２１４．３�
８１６ ミリオンガール 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４８４＋ ２１：３１．３クビ １１９．２�
６１１� ド ナ マ ッ ハ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠大内 景子氏 鈴木 伸尋 白老 白老ファーム ４７８ ― 〃 クビ ８１．３�
７１３ リトルラブソング 牝３黒鹿５４ 小林 淳一小野瀬晃司氏 斎藤 宏 清水 小野瀬 晃司 ４７０ ―１：３１．７２� １１１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５９７，６００円 複勝： ２２，０８４，４００円 枠連： ２９，６８０，１００円

普通馬連： ８６，６８７，１００円 馬単： ８６，８７６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７９１，０００円

３連複： １０６，３８７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３７１，１０３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ４６０円 � １３０円 枠 連（３－３） ２，５６０円

普通馬連 �� １，９５０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� １８０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５９７６ 的中 � ７１６７６（１番人気）
複勝票数 計 ２２０８４４ 的中 � ７９０６６（１番人気）� ６６５４（９番人気）� ４６５９０（２番人気）
枠連票数 計 ２９６８０１ 的中 （３－３） ８５８３（９番人気）
普通馬連票数 計 ８６６８７１ 的中 �� ３２８５７（８番人気）
馬単票数 計 ８６８７６１ 的中 �� １９８７３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７９１０ 的中 �� ４７５７（９番人気）�� ３９９８３（１番人気）�� ２８３７（１８番人気）
３連複票数 計１０６３８７５ 的中 ��� ３０８４３（８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．２―１２．５―１２．６―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．２―３６．４―４８．９―１：０１．５―１：１４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
３ ・（９，６）（３，１０，１１）（２，４，５，１２，１６）７（１４，１５）１３－８＝１ ４ ・（９，６）（３，１０）（５，１１）（２，４）１６，１２，７，１４，１５，１３，８－１

勝馬の
紹 介

�アンジェトワール �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．２．２６ 中山２着

２００３．５．１４生 牝３栗 母 ガトーショコラ 母母 スリーフェアリー ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ウエスタンプリマ号・シンハルカジョウ号・マーベラスドリーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０６２ ５月７日 曇 良 （１８東京２）第６日 第２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

３５ トーセンジュビリー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B４７４＋ ６２：１７．６ １３．４�

５９ � アドマイヤウイナー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ２２：１７．７� １．３�
６１０ ニシノマルディグラ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 B４８２－１２２：１８．４４ １８８．１�
３４ � マイネルプロメッサ 牡３栗 ５６ G．ボス �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 折手牧場 ５０６＋ ４２：１９．０３	 ７．２�
（豪）

８１４ コアレスウォルデン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文小林 昌志氏 鈴木 康弘 門別 原田牧場 ４８６－ ２２：１９．１クビ ３５．８�
６１１� シンボリタイタン 牡３栗 ５６ 江田 照男シンボリ牧場 境 征勝 門別 和田農林（有） ４８０－ ４２：１９．２	 ８．６	
５８ マイティジャン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４６２± ０２：１９．３	 ５８．０

４７ � バブルケット 牡３青鹿５６ 和田 竜二森田 一夫氏 大和田 稔 門別 長谷川牧場 ４５０－ ４２：１９．４クビ ４４８．８�
８１５� マイネルイディオス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加賀 武見 門別 滝本 健二 ５２６－ ２２：１９．５� ３６．７�
１１ タマモアテンション 牡３芦 ５６

５５ ☆津村 明秀タマモ� 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４６８＋ ４２：１９．８１� ３９１．８
２２ ジンデンバリュー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ３６１．０�
７１３� クリノダグラス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人栗本 博晴氏 萱野 浩二 新冠 ハクツ牧場 ４４８＋ ６２：２０．２２	 ６６９．２�
７１２ セ ラ フ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ４７２＋ ２２：２０．８３	 ８７．８�
４６ � サンライズダンス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２± ０２：２２．０７ ４９．８�
２３ シンボリアルタイル 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一シンボリ牧場 畠山 吉宏 門別 和田農林（有） ５０６＋ ６２：２２．２１ １４０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，１９０，１００円 複勝： １９，１１９，４００円 枠連： ２６，３８９，８００円

普通馬連： ８１，２４７，８００円 馬単： １０３，８７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８６３，３００円

３連複： １０９，８０９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，４９０，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １，６３０円 枠 連（３－５） ２２０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ９，４９０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� １７，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１９０１ 的中 � １１３６６（４番人気）
複勝票数 計 １９１１９４ 的中 � １９４３７（４番人気）� ７６０４８（１番人気）� １７００（１１番人気）
枠連票数 計 ２６３８９８ 的中 （３－５） ９１０９１（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１２４７８ 的中 �� １０３４５０（３番人気）
馬単票数 計１０３８７０３ 的中 �� ３０９９３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８６３３ 的中 �� ２３２４３（３番人気）�� ５２９（４６番人気）�� ２５４６（１８番人気）
３連複票数 計１０９８０９３ 的中 ��� ４６３１（３９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．９―１３．６―１３．８―１４．０―１４．０―１３．５―１２．７―１２．２―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．６―３１．５―４５．１―５８．９―１：１２．９―１：２６．９―１：４０．４―１：５３．１―２：０５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．２
１
３
１０，１５（５，９）（２，３，７，１２）６，４，１１，１３（１，８，１４）
１０，１５（５，９）１２（２，３）（７，１）（４，６）（１３，１４）１１，８

２
４
１０，１５（５，９）１２（２，３，７）４，６（１１，１３）（８，１４）１
１０，１５，９（５，１２）（３，１）（２，６，７，１４，８）４（１１，１３）

勝馬の
紹 介

トーセンジュビリー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Law Society デビュー ２００５．１２．１１ 中山１３着

２００３．２．９生 牡３鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie ６戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔発走状況〕 マイネルプロメッサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シンボリアルタイル号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 マイネルプロメッサ号は，発走調教再審査。
〔３走成績による出走制限〕 クリノダグラス号は，平成１８年６月７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ティンバージャック号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 フューチュリズム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０６３ ５月７日 曇 良 （１８東京２）第６日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３５ マイネルランプロス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５０８－ ２１：３９．７ ３．４�

７１３� アリマプラウド 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣有馬 博文氏 加藤 和宏 門別 長谷川 一男 ４５６－ ４１：４０．４４ ２．４�
６１２ ショウナンアガトス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 浦河 桑田牧場 B４７４－ ４ 〃 アタマ ５．７�
４８ ジェイケイチーフ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５１２± ０１：４０．６１� ６．５�
８１６ シルクリベラル �３栗 ５６ 石神 深一有限会社シルク矢野 進 静内 見上牧場 ４７０－ ６１：４１．６６ ９８．４�
１２ � ディーエスブリッツ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上 悦夫 ４４４－ ２１：４１．９２ ６０．９�
８１５� ヒシカツテイオー �３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人阿部 雅英氏 小林 常泰 早来 田口 廣 ４１８± ０ 〃 クビ ８６．３	
２４ クリノフィナーレ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義栗本 博晴氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４６０－ ２１：４２．４３ ４３．１

１１ シンボリハレー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４６０ ― 〃 クビ ３９．２�
３６ クロスライセンス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠吉橋 計氏 戸田 博文 浦河 桑田牧場 ４８２＋ ２１：４２．６� ２８．６�
６１１� オナーズヘイロー 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介大原 詔宏氏 谷原 義明 様似 松田 豊和 ４６２－ ２ 〃 クビ ２４．１
７１４ レ オ ヤ マ ト 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀�レオ 小島 茂之 浦河 江谷 重雄 ４２６－ ７１：４２．８１ ３７８．０�
２３ イグザーション 牡３鹿 ５６ 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 三石 田中 春美 ４７８ ―１：４３．５４ ６０．３�
５９ ダイワクルーザー 牡３栗 ５６ 四位 洋文大城 敬三氏 嶋田 功 浦河 川崎 清 ４４６ ―１：４３．６クビ ３７．６�
５１０ ジーティーライダー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人�グリーンテック吉永 正人 門別 原口 圭二 ４４０－１０１：４４．０２� ６２０．０�

（１５頭）
４７ バイザワンポイント 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�� 義�氏 菅原 泰夫 福島 天工 有限

会社 ５００ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，００６，７００円 複勝： ２４，９７０，７００円 枠連： ２８，３６９，８００円

普通馬連： ９８，０９２，６００円 馬単： ９４，８０３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６７４，２００円

３連複： １２５，１８６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４１８，１０４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（３－７） ３５０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ２７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２１００６７（返還計 ９１５） 的中 � ４９０７９（２番人気）
複勝票数 差引計 ２４９７０７（返還計 １１４２） 的中 � ５２９０７（２番人気）� ７２２１２（１番人気）� ３４４７４（３番人気）
枠連票数 差引計 ２８３６９８（返還計 ３９３） 的中 （３－７） ６０５６１（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ９８０９２６（返還計 ７９９４） 的中 �� １７２４８８（１番人気）
馬単票数 差引計 ９４８０３８（返還計 ７７６１） 的中 �� ６６５８３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２５６７４２（返還計 ３３４２） 的中 �� ３８７９２（１番人気）�� ２１６１２（３番人気）�� ２４３０４（２番人気）
３連複票数 差引計１２５１８６２（返還計 １９６５６） 的中 ��� １５０３３６（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．０―１３．１―１３．０―１２．６―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．９―４９．０―１：０２．０―１：１４．６―１：２６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３７．７
３ ５（１１，１３）４，８（２，１，１４，１２）１５，１６，１０，３－９，６ ４ ・（５，１１，１３）８，４（２，１，１２）（１５，１４，１６）（１０，３）＝９，６

勝馬の
紹 介

マイネルランプロス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１２．１１ 中山６着

２００３．６．１２生 牡３栗 母 マイネゴージャス 母母 レツドコスモス ９戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔競走除外〕 バイザワンポイント号は，枠内駐立不良〔暴れる・くぐる〕。枠外に跳び出し逸走。疲労が著しいため競走除外。発走時刻

１１分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 バイザワンポイント号は，平成１８年５月８日から平成１８年６月６日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



１１０６４ ５月７日 曇 良 （１８東京２）第６日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

７１３� プ リ マ シ ア 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�ターフ・スポート田村 康仁 浦河 丸村村下
ファーム ４４６＋ ２１：２３．４ １８３．１�

５１０� スタークロス 牡３栗 ５６ 武 豊 �社台レースホース小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：２３．６１� ３．１�
６１２� シベリアンスパーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二藤田与志男氏 昆 貢 米 Jayeff B

Stables B４２８＋ ２１：２３．７	 ４．７�
７１４
 ラインウィット 牝３芦 ５４

５３ ☆津村 明秀大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４５０－ ８１：２３．８� ７７．７�
６１１� オ ル ガ ス 牡３鹿 ５４ G．ボス �アカデミー 森 秀行 豪 Vinery Stud

Pty Ltd ４７０＋ ６ 〃 クビ ４．７�
（豪）

４７ クインリボー 牝３鹿 ５４ 江田 照男玉井 英夫氏 岩城 博俊 静内 池田牧場 ４４６－ ６１：２４．２２� ３２６．６	
２４ � スプリームスー 牝３栗 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 愛 S. Izumi ４２４＋ ４１：２４．３	 ５２．１

８１８� サトノソニック 牡３黒鹿５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 愛 Eurostrait

Ltd ４９２＋ ２ 〃 クビ ３．２�
２３ �
 キラメキパスワード 牝３栗 ５４ 福永 祐一ディアレスト 柄崎 孝 静内 佐竹 学 ４２８＋ ８１：２４．６１	 ５６．８�
７１５� ローレルナイト 牡３青鹿５６ 吉田 豊 �ローレルレーシング 池上 昌弘 えりも 熊沢牧場 ４１８－ ６１：２４．８１� ４８．０
５９ � フィールザミリオン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘櫻井 正氏 岩戸 孝樹 米 T. Sakurai ４４２－ ８１：２４．９� ２０．１�
４８ � リゾートシチー 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 豪 Vinery Stud

Pty Ltd ４４２ ―１：２５．０クビ ４７．８�
８１７ シュガープラム 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 三石 前川 正美 ４１４－ ２ 〃 クビ ２３１．５�
１１ � アーズドール 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４２４＋１８１：２５．１� ３４．４�
８１６� アッパレムスメ 牝３鹿 ５４ 吉永 護西村新一郎氏 吉永 正人 三石 小河 豊水 ４３０＋ ２ 〃 ハナ １８９．９�
３５ 
 モールドコウスケ 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人小西 秀男氏 吉永 正人 青森 北村 守彦 ４５０－ ２１：２５．３１� ３９７．３�
３６ アマゾンリブ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一大原 詔宏氏 清水 英克 静内 田中 裕之 ４６０ ― 〃 クビ ３７４．０�
１２ ベルグジョアンナ 牝３栗 ５４

５１ ▲的場 勇人山田 俊一氏 山田 要一 青森 織笠 時男 ４９２＋ ２１：２６．１５ ２３８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，８７７，６００円 複勝： ２４，６４３，５００円 枠連： ３２，５８６，３００円

普通馬連： ９５，９８１，７００円 馬単： ９３，９３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８９９，９００円

３連複： １２２，６８３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４１６，６０８，８００円

払 戻 金

単 勝 � １８，３１０円 複 勝 � ２，１２０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（５－７） １，７２０円

普通馬連 �� １８，３２０円 馬 単 �� ８０，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４７０円 �� ５，２６０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １９，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８７７６ 的中 � ９４２（１２番人気）
複勝票数 計 ２４６４３５ 的中 � １８７４（１３番人気）� ６７３４０（１番人気）� ３８４６２（３番人気）
枠連票数 計 ３２５８６３ 的中 （５－７） １４０４７（５番人気）
普通馬連票数 計 ９５９８１７ 的中 �� ３８６７（３５番人気）
馬単票数 計 ９３９３６３ 的中 �� ８６５（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８９９９ 的中 �� １２４９（３７番人気）�� １０５７（４１番人気）�� ２３８７５（２番人気）
３連複票数 計１２２６８３５ 的中 ��� ４６２０（５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．１―１１．８―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．６―４７．７―５９．５―１：１１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．７
３ １４，１２（１１，１３）（７，６，９）（４，５，１７）（３，１０，１５）２，１（１８，８，１６） ４ １４，１２（１１，１３）６，７（５，９）（４，１０，１７）３（１，２，１５）１８，１６，８

勝馬の
紹 介

�プ リ マ シ ア �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 サ ン キ リ コ デビュー ２００６．３．１８ 中山１０着

２００３．４．２３生 牝３黒鹿 母 フェリストウショウ 母母 リバーストウシヨウ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔制裁〕 クインリボー号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔３走成績による出走制限〕 モールドコウスケ号・ベルグジョアンナ号は，平成１８年６月７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コスモストライプ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０６５ ５月７日 小雨 良 （１８東京２）第６日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

５８ � フェラーリセブン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 愛
Swersky and
Associates and
Orpendale

４８０－ ４２：０２．８ ５．１�

６１０ アドバンスハピネス 牡３鹿 ５６ 小野 次郎 �アドバンス・サッポロ 中野 隆良 浦河 日進牧場 B４６８－ ４２：０３．０１� ２５．４�
４６ � シンボリスペクター 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 愛 Continental

Bloodstock Agency ４９２－ ６２：０３．１� １．６�
７１２� ジュンノホープ 牡３鹿 ５６ 蓑島 靖典國分 純氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４３６± ０２：０３．６３ ４６．５�
２２ マイネルアモーリオ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 コスモビューファーム B５３２－ ８２：０３．８１� １７．３�
５９ クロスバラード 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４３２－ ２２：０４．０１� ２２８．６�
７１３� コスモミエーレ 牡３栗 ５４

５３ ☆津村 明秀 	ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新 Barnaby
& Co Ltd ４５６－ ６２：０４．３２ ７９．３


２３ � ワイルドバニヤン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝津村 靖志氏 畠山 吉宏 静内 八田ファーム ４６８＋１８２：０４．４� ９８．２�
３４ チャンピオンリング 牡３鹿 ５６ 田中 剛吉田 照哉氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４６０－１０２：０４．５� ３５．３�
１１ 	 カワキタイグアス 牡３栗 ５６ 和田 竜二川島 吉男氏 大和田 稔 鵡川 東振牧場 ４５６－ ４２：０４．６
 ２２５．２
３５ � ロイバーファング 牡３栃栗５６ 武 豊村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５８＋ ６２：０４．７クビ ６．４�
４７ � カトリーヌシェアー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�ジェイアール 河野 通文 門別 中原牧場 ４４４ ―２：０５．０２ ５４．１�

６１１� ムッシュデアマンテ 牡３青鹿５６ 福永 祐一松崎 勉氏 加賀 武見 三石 谷口育成牧場 ４６６＋ ４２：０６．２７ ２０４．９�
（４４９５）

８１４ スマートルーチェ 牝３鹿 ５４ G．ボス 大川 徹氏 田村 康仁 静内 岡田スタツド ４１０－１０２：０６．３� ５７．９�
（豪）

８１５� メジロバーネット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４８４ ―２：０７．３６ ２４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，３７７，２００円 複勝： ２６，７７９，２００円 枠連： ３３，９０６，０００円

普通馬連： １０２，７５３，７００円 馬単： １１４，８１５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２３４，４００円

３連複： １３４，６４３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４６７，５０９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � ３１０円 � １１０円 枠 連（５－６） ７，８５０円

普通馬連 �� ９，０９０円 馬 単 �� １５，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９７０円 �� ２１０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ４，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７３７７２ 的中 � ４２８５０（２番人気）
複勝票数 計 ２６７７９２ 的中 � ４２３７５（３番人気）� １４１２７（５番人気）� ９５４１７（１番人気）
枠連票数 計 ３３９０６０ 的中 （５－６） ３１８８（１８番人気）
普通馬連票数 計１０２７５３７ 的中 �� ８３４８（２１番人気）
馬単票数 計１１４８１５２ 的中 �� ５４８０（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２３４４ 的中 �� ２８８５（２３番人気）�� ４０６７６（２番人気）�� ６４０８（９番人気）
３連複票数 計１３４６４３９ 的中 ��� ２３６２７（１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１１．４―１１．８―１２．４―１３．１―１３．２―１２．２―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３５．８―４７．６―１：００．０―１：１３．１―１：２６．３―１：３８．５―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．７―３F３６．５

３ １０＝８，１４，５，１３（１，９，６）－（２，３，１２）（７，１１，１５）４
２
４
１０－８，１４（５，９，１３）６（１，１２）（２，１１）（３，７，１５）４
１０－（８，１４）（５，１３，６）（１，９）１２（２，３，４）１５（７，１１）

勝馬の
紹 介

�フェラーリセブン �
�
父 Danehill �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００５．１２．１０ 中山４着

２００３．４．１１生 牡３鹿 母 Peach Out of Reach 母母 Cocotte ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 ジュンノホープ号の騎手蓑島靖典は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０６６ ５月７日 小雨 良 （１８東京２）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

６１２ ゼンノスカイブルー 牡３鹿 ５６ 小牧 太大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５４６－ ６１：２５．８ ２．５�

２４ チェルケッティ 牝３鹿 ５４ G．ボス 飯塚 知一氏 坂本 勝美 静内 へいはた牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ８．９�
（豪）

５１０ ソ レ ッ ク ス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８－ ６ 〃 ハナ １５．５�
１１ � グ ー ニ ー ズ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 和美氏 藤原 辰雄 千歳 ロイヤルファーム ４７４－ ８１：２６．１１� ７．２�
６１１� サトノスローン 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging

Oaks LLC ４７２＋１０１：２６．３１	 ４．２�
４８ 
 エスエスウィナー 牡３芦 ５６ 石橋 守澤田 新吾氏 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４６６－ ６１：２６．７２� １９．８�
２３ � サントアドヴァンス 牡３黒鹿５６ 小野 次郎近嶋 勇氏 菅原 泰夫 浦河 福岡 光夫 ５２２－ ４１：２６．８� ４２．４�
３６ � ス パ イ シ ー 牝３栗 ５４ 吉永 護加藤 峰男氏 吉永 正人 豊浦 飯原牧場 ４４８＋ ２１：２７．０１ １１３．６	
７１３
 タ マ マ リ ア 牝３青鹿５４ 柴山 雄一玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７６＋ ２１：２７．７４ ６６．３

１２ 
� コスモミルクマン 牡３鹿

５６
５５ ☆津村 明秀 �ビッグレッドファーム 根本 康広 三石 タガミファーム ４９８＋ ２１：２８．６５ １４９．２�

８１５ ビッグユニット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊杉山 美惠氏 保田 一隆 三石 明治牧場 ４４８－ ６１：２８．７� １０．５
７１４ テンジンテンリュウ 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４９０＋ ２１：２８．８� ２３７．７�
３５ 
 ジャスミンフレイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４６８＋ ２１：２８．９� ２７８．７�
８１６ エルカミニート 牡３栗 ５６ 四位 洋文芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山下 恭茂 ５０４－ ８１：２９．３２� １２．３�
５９ � サ ー プ ラ ス 牡３青鹿５６ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 三石 飯岡牧場 ４９８＋ ４１：２９．６１� １６３．３�
４７ 
� ハタノアディクト 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４５２＋ ２１：３０．０２� ８７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５４９，５００円 複勝： ３０，９１４，３００円 枠連： ４２，３９２，３００円

普通馬連： １２３，１７８，７００円 馬単： １１０，１８４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３８２，５００円

３連複： １３８，２５２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４９７，８５４，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ３１０円 枠 連（２－６） ４７０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ８７０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ５，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３５４９５ 的中 � ７４８８９（１番人気）
複勝票数 計 ３０９１４３ 的中 � ８５４２３（１番人気）� ３２１２１（４番人気）� ２０６０１（６番人気）
枠連票数 計 ４２３９２３ 的中 （２－６） ６６７５３（２番人気）
普通馬連票数 計１２３１７８７ 的中 �� ９０１０６（２番人気）
馬単票数 計１１０１８４７ 的中 �� ５２３４５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３８２５ 的中 �� １８７１０（２番人気）�� ８２２１（１０番人気）�� ３３３５（２４番人気）
３連複票数 計１３８２５２７ 的中 ��� １９９５９（１８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．１―１２．５―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．４―５９．９―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．４
３ １０（１１，１２）（６，９）（４，１６）（１３，１５）－（２，８）７（１，３）－５－１４ ４ １０（１１，１２）６（４，１６）－（９，１５）１３（２，１，８）３－７，５，１４

勝馬の
紹 介

ゼンノスカイブルー �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００５．１０．２９ 東京１着

２００３．３．２４生 牡３鹿 母 ウインベローナ 母母 サラトガフラッシュ ４戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アンバージャック号・ウインアズライト号・エアスービック号・エイコーロマン号・シャドウビーチ号・

ジョウショーフジ号・ステラディクオーレ号・ダイワフォルゴーレ号・トーヨーコジーン号・ビーボーン号・
ボストンキコウシ号・モルフェワルツ号・ライトモーション号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０６７ ５月７日 小雨 良 （１８東京２）第６日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１� マイネジャーダ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４７０＋１４１：３５．２ ４．３�

３６ コアレスキャスト 牝３芦 ５４ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４４２－ ２１：３５．４１ ８．３�
６１２� メタルビーズ 牝３黒鹿５４ 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ３９８－ ２１：３５．６１� ２３．７�
５９ � ミスジョーカー 牝３黒鹿５４ 佐藤 祐樹安味 宣光氏 矢野 義幸 門別 山際 辰夫 ４４６＋ ５１：３５．７� ８５．３�

（船橋） （船橋）

８１６�� エルツークィーン 牝３鹿 ５４ 山田 信大沖田 方子氏 山浦 武 門別 沖田牧場 ４６０－ ２１：３５．８クビ ８４．９�
（船橋） （船橋）

８１７�� コスモシュクレ 牝３黒鹿５４ G．ボス �ビッグレッドファーム 佐々木亜良 新冠 ヒカル牧場 ４４０＋ ２ 〃 ハナ １２８．６	
（豪）

４７ � ドリームパラソル 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４２８＋ ６１：３５．９� １３．３

７１４� スミノバンビーナ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４６０± ０１：３６．１１	 ５２．９�
１１ ウ ス イ 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀中村 政勝氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４７２＋ ４１：３６．３１ １１３．５�
２４ 
 グリフォニー 牝３鹿 ５４ 石神 深一�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ４９０－１２１：３６．４� ４４３．２
５１０� ヒカルマイゴール 牝３栗 ５４ 横山 典弘�橋 京子氏 戸田 博文 白老 白老ファーム ４３０－ ２ 〃 ハナ ３５．９�
７１５� エンジェルローブ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４００＋ ２ 〃 クビ ４．７�
８１８ エイダイタカラブネ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４６２± ０１：３６．６� ２６．９�
４８ � ジ ラ ソ ー レ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二田中 晴夫氏 笹倉 武久 新冠 パカパカ

ファーム ４４２＋１０１：３６．７� ４６．１�
３５ � キャンディーストア 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３４－１２１：３７．０１� ４．２�
１２ セイリングシップ 牝３栗 ５４ 武 豊 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４４２± ０ 〃 ハナ ９．２�
７１３� ウエスタンミリオン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝西川 賢氏 斎藤 宏 静内 北西牧場 ４６２＋ ２１：３７．２１� ３０．４�
２３ スロクハイネス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�スロク 矢野 照正 門別 サンシャイン

牧場 ４２４－ ６１：３７．３� ２１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，５１６，８００円 複勝： ３３，４１６，２００円 枠連： ４１，０５８，０００円

普通馬連： １５２，５９３，８００円 馬単： １１５，９０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，４１４，８００円

３連複： １６４，４２１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５６６，３２５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � ５９０円 枠 連（３－６） ５７０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １，７２０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� １１，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４５１６８ 的中 � ４５４８０（２番人気）
複勝票数 計 ３３４１６２ 的中 � ６８３５８（１番人気）� ３２８３２（４番人気）� １１８１６（８番人気）
枠連票数 計 ４１０５８０ 的中 （３－６） ５４０６８（１番人気）
普通馬連票数 計１５２５９３８ 的中 �� ８２２５５（４番人気）
馬単票数 計１１５９０３６ 的中 �� ３３９１２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４４１４８ 的中 �� １６７５３（３番人気）�� ４７８８（１９番人気）�� ３２４９（２８番人気）
３連複票数 計１６４４２１９ 的中 ��� １０７９０（３２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１１．６―１２．０―１２．１―１１．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．１―５８．１―１：１０．２―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．１
３ ３（１４，１８）（１，２，１１）１５（５，７，１３）１０（６，９）（４，１２，１７）８，１６ ４ ・（３，１８）（１４，１１）１（２，７，１５）（５，６，１０）１３（４，１２，１７）（１６，９，８）

勝馬の
紹 介

�マイネジャーダ �
�
父 Jade Robbery �

�
母父 Lyphard デビュー ２００５．６．２６ 福島２着

２００３．５．２０生 牝３黒鹿 母 テクラヤティ 母母 Close Control １１戦２勝 賞金 ２６，８１８，０００円
〔制裁〕 メタルビーズ号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０６８ ５月７日 雨 良 （１８東京２）第６日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５９ � アイリッシュホーク 牡５青鹿５８ 横山 典弘ジョイ・レースホース� 松山 康久 門別 新井 昭二 ５００± ０１：３４．９ ２．０�

８１５�� パートゥーアワーズ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４３２－１１ 〃 クビ ８７．５�
８１６ ドクターグリム 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４５４＋ ６１：３５．１１	 ９．１�
２４ 
 フジヤマビュティー 牡５鹿 ５７ G．ボス 藤本 龍也氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ２６．８�

（豪）

３６ � フレッチアドーロ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀 宣行 静内 服部 和則 ４９２± ０１：３５．３１	 ７．４�

３５ トラッドスキーム 牡５鹿 ５７ 田中 勝春臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４５２＋ ６１：３５．４クビ ６．３�
５１０ ムーンフェイズ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文吉田 勝己氏 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：３５．６１	 ６．６	
４７ 
 スターダストカフェ 牡５鹿 ５７ 田中 剛西川 恭子氏 佐々木亜良 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：３５．７� １７９．１

１２ 
 ナムラシーザー �５栗 ５７

５６ ☆津村 明秀奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ５０６－ ２１：３５．９１ ８０．０�
６１２ クリアーガブリン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠石井與四郎氏 内藤 一雄 新冠 田渕牧場 ４６０－ ４１：３６．２２ １７５．１�
６１１� ミフジハナフブキ 牝５栗 ５５ 小牧 太松本 俊廣氏 西塚 安夫 新冠 竹中 進一 ４６４＋１２１：３６．３クビ ２６９．２
７１４ シルクアルタイル 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義有限会社シルク田中 清隆 新冠 石郷岡 松

太郎 B５１４＋ ２１：３６．４� ４４．４�
４８ � ハイパーディライト 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二飯田 政子氏 戸田 博文 米 Gainsborough

Farm LLC ５３４－ ８１：３６．５� １５．２�
７１３� バトルモニュメント 牡６鹿 ５７ 福永 祐一宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 静内 高橋 修 ４６４＋ ６１：３６．８２ ４７．２�
８１７ ニシノカイシンゲキ 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝西山 茂行氏 中川 公成 鵡川 西山牧場 ４７２－ ４ 〃 アタマ １００．８�
２３ � モリノトップガン 牡４栗

５７
５４ ▲黛 弘人森田 一夫氏 大和田 稔 静内 三宅牧場 ４２６＋ ４１：３８．１８ ６２４．９�

１１ � ニッシンノホシ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一星野 清�氏 佐々木亜良 新冠 武田牧場 ４７４－ ２１：３８．２� ４４６．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３４，８０８，７００円 複勝： ４１，３６５，１００円 枠連： ５１，６４５，２００円

普通馬連： １８１，８９８，９００円 馬単： １５５，２７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，６８７，８００円

３連複： １９８，１５８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ７０２，８３７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � １，４９０円 � ２２０円 枠 連（５－８） ５２０円

普通馬連 �� ７，４７０円 馬 単 �� ８，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７００円 �� ４００円 �� ４，７２０円

３ 連 複 ��� １２，９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４８０８７ 的中 � １４０５７７（１番人気）
複勝票数 計 ４１３６５１ 的中 � １３１２７５（１番人気）� ４５２８（１２番人気）� ４６５１９（４番人気）
枠連票数 計 ５１６４５２ 的中 （５－８） ７３５４２（２番人気）
普通馬連票数 計１８１８９８９ 的中 �� １７９９４（２１番人気）
馬単票数 計１５５２７３０ 的中 �� １３３６７（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９６８７８ 的中 �� ３４０９（２７番人気）�� ２８２１４（３番人気）�� １９２７（４２番人気）
３連複票数 計１９８１５８３ 的中 ��� １１２６２（４０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．９―１１．９―１２．４―１１．４―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．４―４７．３―５９．７―１：１１．１―１：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３５．２
３ ８－６（５，１７）（９，１５）（４，１２）（１０，１６）（２，７，１４，１１）１３（１，３） ４ ８（５，６）１７（９，１５）（４，１６）（１０，１２）（２，７，１４）（１１，１３）３，１

勝馬の
紹 介

�アイリッシュホーク �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Caerleon

２００１．４．１７生 牡５青鹿 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller １０戦２勝 賞金 ２６，６００，０００円
初出走 JRA

〔３走成績による出走制限〕 ニッシンノホシ号は，平成１８年６月７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０６９ ５月７日 雨 良 （１８東京２）第６日 第９競走 ��
��２，４００�

じ ん ば

陣 馬 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．５．７以降１８．４．３０まで１回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５６ � チェストウイング 牡５黒鹿５４ 藤田 伸二臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４５４＋１０２：２７．３ ４．４�

６８ �� ヨシサイバーダイン 牡６栗 ５７ 田中 勝春田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 笠松牧場 ４６６－ ８２：２７．５１� ２０．３�
６７ チョウカイフライト 牡７黒鹿５７ 柴田 善臣�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４７６－ ８２：２７．６	 ７．１�
８１２ レディインブラック 牝５黒鹿５３ 北村 宏司�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 B４６０－ ２２：２７．９２ ４５．７�
２２ スプリングドリュー 牝６芦 ５３ 岩田 康誠加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４８０＋ ４ 〃 クビ ６．９�
３３ � チ ョ ウ サ ン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ５００＋１２２：２８．０
 ３．６�
７１０ ブラックファルコン 牡５鹿 ５５ 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ ２７．５	
４４ � テイエムサッカー 牡５栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４７２＋ ２２：２８．１	 １２．１

５５ � パルエクスプレス 牡４黒鹿５４ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム ４９４－ ２２：２８．２クビ ５．７�
７９ タイムレスワールド 牡７鹿 ５６ 四位 洋文臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４６４＋ ４２：２８．６２
 ３７．２�
１１ � メジロガンバス 牡４芦 ５４ 小野 次郎メジロ牧場 柴田 政人 伊達 メジロ牧場 B４９０＋ ４ 〃 クビ １４．１�
８１１� カオリエスペランサ 牡４鹿 ５４ 吉永 護川畑 �司氏 吉永 正人 青森 大須賀牧場 B５６０＋ ４２：３１．０大差 ２７０．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，０４８，３００円 複勝： ４６，８６２，０００円 枠連： ４５，９１１，４００円

普通馬連： ２１６，４０１，６００円 馬単： １４１，２３５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，９６４，７００円

３連複： １６２，０１３，６００円 ３連単： ４１８，４０７，２００円 計： １，１０８，８４４，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ５７０円 � ２００円 枠 連（５－６） ６４０円

普通馬連 �� ６，１６０円 馬 単 �� １０，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９８０円 �� ４８０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� ９，０８０円 ３ 連 単 ��� ５５，６００円

票 数

単勝票数 計 ３３０４８３ 的中 � ５９８０７（２番人気）
複勝票数 計 ４６８６２０ 的中 � ８０５３６（２番人気）� １６６５７（８番人気）� ６７７８６（３番人気）
枠連票数 計 ４５９１１４ 的中 （５－６） ５３７３１（２番人気）
普通馬連票数 計２１６４０１６ 的中 �� ２５９５５（２４番人気）
馬単票数 計１４１２３５５ 的中 �� １０３５０（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４９６４７ 的中 �� ５３４９（２４番人気）�� ２５６６９（２番人気）�� ５０７４（２８番人気）
３連複票数 計１６２０１３６ 的中 ��� １３１８１（３３番人気）
３連単票数 計４１８４０７２ 的中 ��� ５５５４（１９７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１２．５―１２．６―１２．４―１２．６―１３．１―１２．２―１１．８―１１．５―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２３．９―３６．４―４９．０―１：０１．４―１：１４．０―１：２７．１―１：３９．３―１：５１．１―２：０２．６―２：１４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．２
１
３
８－（２，３）（１，４）５，６，１２－７－１０（１１，９）
８（１，３，４，１２）２（６，５）７－９（１０，１１）

２
４
８－（２，３）（１，４）５（６，１２）７－１０（１１，９）
８（１，３，１２）（２，４）６（７，５）－（１０，９）－１１

勝馬の
紹 介

�チェストウイング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１．１２ 中山２着

２００１．４．１３生 牡５黒鹿 母 チェイスザウインド 母母 アンテイツクヴアリユー ２２戦４勝 賞金 ５４，７０４，０００円



１１０７０ ５月７日 雨 良 （１８東京２）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�サウジアラビアロイヤルカップ

発走１５時００分 （ダート・左）

４歳以上，１７．５．７以降１８．４．３０まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
リヤド馬事クラブ賞（１着）

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６ ワイルドワンダー 牡４黒鹿５５ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４４０－ ４１：３５．７ ４．８�

３６ メテオバースト 牡５鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ５．６�
５９ � タイキエニグマ 牡５芦 ５７ 田中 勝春�大樹ファーム 清水 美波 米 Taiki Farm ５０８－ ６１：３６．４４ ３．８�
６１２ チョウカイロイヤル 牡５黒鹿５５ 四位 洋文�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ６．２�
８１５ スーパーチャンス 牡６鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース大久保龍志 白老 白老ファーム ４９０＋ ２ 〃 アタマ １５．９�
２３ � オーガストバイオ 牡５鹿 ５５ G．ボス バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５０６± ０１：３６．７１� ３５．４	

（豪）

７１４ バアゼルキング 牡７栗 ５１ 石神 深一市川 義美氏 古賀 慎明 新冠 早田牧場新
冠支場 ５１４＋ ６１：３６．８	 ３８２．５


６１１ プライドキム 牡４栗 ５６ 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 門別 ヤナガワ牧場 ４９４± ０ 〃 クビ １１．６�
１２ エンシェントヒル 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７６－１８１：３７．１２ １２．０�
１１ ホーマンベルウィン 牡９黒鹿５４ 小牧 太久保 久人氏 西園 正都 浦河 向別福田

ファーム ４８２＋ ２１：３７．３１
 ３５５．９
７１３� トーセンジョウオー 牝５黒鹿５４ 蛯名 正義島川 �哉氏 国枝 栄 三石 ヒサイファーム B５０４－ ４１：３７．６２ ４２．９�
４８ クーリンガー 牡７芦 ５８ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ５２４－ ７１：３７．７クビ ６５．４�
３５ � イサオヒート 牡８黒鹿５３ 山田 信大大川フサ子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１２－ ６ 〃 ハナ １８３．２�

（船橋）

４７ エドモンダンテス 牡６鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 三石 木下牧場 ４７２＋１４１：３８．１２	 １６７．０�
２４ ラントゥザフリーズ 牡６鹿 ５６ 武 豊深見 富朗氏 山内 研二 門別 豊郷牧場 ４９８＋ ２１：３８．３１ ２０．１�
５１０ ウインセイヴァー 牡５鹿 ５４ 本田 優�ウイン 西浦 勝一 門別 長田ファーム ４７２＋ ２ （競走中止） １１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，２８５，１００円 複勝： ７４，９１９，４００円 枠連： ８０，５７１，７００円

普通馬連： ４０５，８８１，５００円 馬単： ２３９，８７４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７９，５１８，２００円

３連複： ３１９，０４４，６００円 ３連単： ６９３，４３５，８００円 計： １，９４６，５３０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（３－８） １，３００円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４６０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ５３２８５１ 的中 � ８８１４３（２番人気）
複勝票数 計 ７４９１９４ 的中 � １０２６６２（２番人気）� ９８０５７（４番人気）� １３８３０７（１番人気）
枠連票数 計 ８０５７１７ 的中 （３－８） ４５９０７（６番人気）
普通馬連票数 計４０５８８１５ 的中 �� １６９０２３（６番人気）
馬単票数 計２３９８７４２ 的中 �� ４８６８６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９５１８２ 的中 �� ２９９９７（６番人気）�� ４４００２（２番人気）�� ４０４６５（３番人気）
３連複票数 計３１９０４４６ 的中 ��� ９７５８６（３番人気）
３連単票数 計６９３４３５８ 的中 ��� ３５１５４（１８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．４―１１．９―１２．２―１２．２―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．８―５９．０―１：１１．２―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．７
３ １３（８，１１）３，１０（４，１６）（６，１５）７（１，９）－（２，１４）５，１２ ４ １３（８，１１）３（１０，１６）（４，６，１５）７（１，９）（５，２，１４，１２）

勝馬の
紹 介

ワイルドワンダー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．７．３ 福島７着

２００２．３．１９生 牡４黒鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター １１戦５勝 賞金 ８２，１４４，０００円
〔発走状況〕 イサオヒート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ウインセイヴァー号は，競走中に疾病〔左第３中手骨複骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ワイルドワンダー号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 エーピーフラッシュ号・ガブリン号・クワイエットデイ号・シンメイレグルス号・ツムジカゼ号・テンケイ号・

トシザボス号・メイショウムネノリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０７１ ５月７日 雨 良 （１８東京２）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１１回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬５７�，牝馬５５�
NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９２，０００，０００円 ３７，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，２００，０００円
付 加 賞 ３，９９０，０００円 １，１４０，０００円 ５７０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

GⅠレコード

１：３２．０
１：３１．５
１：３２．５

良

良

良

３６ �� ロ ジ ッ ク 牡３黒鹿５７ 武 豊前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ４８８± ０１：３３．２ ８．７�

１２ � ファイングレイン 牡３黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７６－ ６ 〃 クビ ２５．９�
７１５	 キンシャサノキセキ 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４７２＋ ８１：３３．４１
 １４．８�
２４ 	 アポロノサトリ 牡３芦 ５７ 蛯名 正義菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &

Lawana Low ４３６－ ６１：３３．７１� １５．９�
８１７	 ドラゴンウェルズ 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４８６± ０ 〃 クビ ４３．２�
８１８� フサイチリシャール 牡３芦 ５７ 福永 祐一関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：３４．０１� ２．６�
４７ �� エムエスワールド 牡３黒鹿５７ 藤岡 佑介松岡 俊二氏 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４４８－ ４１：３４．１
 ８３．４	
６１１ タガノバスティーユ 牡３鹿 ５７ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 静内 桜井牧場 ５１２－ ２１：３４．２� １９．２

７１３� アドマイヤカリブ 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝近藤 利一氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２１：３４．３
 １３．４�
１１ � マイネルスケルツィ 牡３鹿 ５７ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５００± ０１：３４．５１
 ４．０
５１０� ダイアモンドヘッド 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム B４９０－１０１：３４．６クビ ２６．６�
８１６ ディープエアー 牡３鹿 ５７ 四位 洋文深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７２± ０１：３４．９１� ６９．９�
２３ � モエレフィールド 牡３鹿 ５７ 田中 勝春齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ４９６± ０ 〃 ハナ １７４．３�
７１４	 セレスダイナミック 牡３黒鹿５７ 和田 竜二岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４８０＋ ４１：３５．１１ ７０．３�
５９ �� ゴウゴウキリシマ 牡３鹿 ５７ 石橋 守西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４５６＋ ４１：３５．３１ １００．３�
６１２ ユウカージナル 牡３青鹿５７ 小牧 太�アイテツ 松元 茂樹 新冠 川上 悦夫 ４７６－ ４１：３５．４
 １１７．１�
４８ 	 ステキシンスケクン 牡３鹿 ５７ G．ボス 榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４４６－ ２ 〃 クビ １３．２�

（豪）

３５ �� モエレソーブラッズ 牡３青鹿５７ 柴山 雄一中村 和夫氏 小島 太 白老 白老ファーム ４９２＋ ２１：３５．６１ １２６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５７，６１５，０００円 複勝： ３４８，４６２，３００円 枠連： ６９５，９１４，９００円

普通馬連： ３，２６５，７７３，０００円 馬単： １，９６１，２０２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６０８，７５７，０００円

３連複： ２，７３７，２９７，８００円 ３連単： ５，８１５，６５５，０００円 計： １５，７９０，６７７，８００円

払 戻 金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２９０円 � ６３０円 � ５９０円 枠 連（１－３） １，１４０円

普通馬連 �� ６，１１０円 馬 単 �� １１，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� １，８７０円 �� ４，２５０円

３ 連 複 ��� ３０，１００円 ３ 連 単 ��� ２０１，６００円

票 数

単勝票数 計３５７６１５０ 的中 � ３２５９５９（３番人気）
複勝票数 計３４８４６２３ 的中 � ３５１８４４（３番人気）� １３８５５９（９番人気）� １４７３５３（８番人気）
枠連票数 計６９５９１４９ 的中 （１－３） ４５２３１７（５番人気）
普通馬連票数 計３２６５７７３０ 的中 �� ３９５０６３（２２番人気）
馬単票数 計１９６１２０２８ 的中 �� １２４８９１（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６０８７５７０ 的中 �� ８７９３１（２０番人気）�� ８０７５８（２１番人気）�� ３４７３０（４３番人気）
３連複票数 計２７３７２９７８ 的中 ��� ６７１２７（８２番人気）
３連単票数 計５８１５６５５０ 的中 ��� ２１２９０（４９７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１１．５―１１．８―１１．７―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．９―３４．２―４５．７―５７．５―１：０９．２―１：２０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．７
３ ３，８（２，１２）（１，１８）（５，１３）（４，１５）６，７，１０（１１，１７，９）１６，１４ ４ ３（８，１２）（２，１８）（１，１３）（４，１５）（６，５）（１７，１０，７）－１１（１４，９，１６）

勝馬の
紹 介

�
�
ロ ジ ッ ク �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００５．１０．８ 京都１着

２００３．３．１７生 牡３黒鹿 母 エイプリルドラマ 母母 フアインドラマ ８戦３勝 賞金 １６０，８４２，０００円
〔制裁〕 ステキシンスケクン号の騎手G．ボスは，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。

タガノバスティーユ号の騎手池添謙一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０７２ ５月７日 雨 良 （１８東京２）第６日 第１２競走 ��
��１，４００�

お う め

青 梅 特 別
発走１６時２０分 （ダート・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

２４ スターボイジャー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ２１：２４．３ ６．１�

８１５ グランプリオーロラ 牝５鹿 ５５ 武 豊�グランプリ 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５８± ０ 〃 クビ ２．２�
１２ サニーネイティブ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９２－ ２１：２４．６２ ６９．２�
２３ � スペシャルストック 牡７鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５３８－ ４１：２４．７クビ ２５．９�
７１３ タ マ モ ド ン 牡９栗 ５７ 柴山 雄一タマモ� 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ５３４－ ２１：２４．８� １４．３�
６１２	 ゲイリーリボルバー 
６黒鹿５７ 池添 謙一 �東京サラブレッド

ビューロー 石毛 善彦 米 Barry R.
Ostrager ４４０± ０１：２４．９クビ ７．３	

１１ � ケイアイステルス 牝７黒鹿５５ 四位 洋文亀田 守弘氏 南田美知雄 静内 佐竹 哲 ４７８＋ ４ 〃 クビ ７４．６

８１６ タケショウヤマト 牡４黒鹿５７ 小牧 太�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４６２＋ ６１：２５．０� ６．７�
５９  カミノヤマボーイ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二�グランド牧場 昆 貢 静内 グランド牧場 B４４４＋ ２１：２５．１� １０１．３�
４７ � プレンティスピード 牡４栗 ５７ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム B４５０－ ６１：２５．２クビ ２７２．１
６１１	 ドリームソニック 牡５黒鹿５７ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 米 North

Wales LLC ５１２－ ４１：２５．４１� １１．５�
７１４ マグネティックマン 牡６青鹿５７ 岩田 康誠�ターフ・スポート手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４７０± ０１：２５．７２ １８．０�
３６ マイネルクオリティ 牡７芦 ５７ 梶 晃啓 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 静内 ビツグレツドフアーム ５０４－ ２１：２６．４４ ２９１．７�
４８ チョウカイシャトル 牡４鹿 ５７ 小野 次郎�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５２０－ ６１：２６．６１� ４１．２�
３５ アルフィエーレ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀伊達 秀和氏 相沢 郁 門別 サンシャイン

牧場 ４８４－ ６１：２７．１３ ５５．８�
５１０	 フーバーダム 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義市川 義美氏 池江 泰郎 英 Swifty

Farms Inc ５３０± ０１：２７．４１� ９１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，４８４，１００円 複勝： ７４，６６０，２００円 枠連： １０１，０７７，５００円

普通馬連： ３５０，１５３，０００円 馬単： ２５１，２３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，７５５，２００円

３連複： ２７４，６１６，５００円 ３連単： ６７８，７６４，７００円 計： １，８６４，７４６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � ６９０円 枠 連（２－８） ６７０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ４，９７０円 �� ２，６３０円

３ 連 複 ��� １６，２００円 ３ 連 単 ��� ９３，１３０円

票 数

単勝票数 計 ５８４８４１ 的中 � ７６０１９（２番人気）
複勝票数 計 ７４６６０２ 的中 � ８２６８８（４番人気）� ２１１１６６（１番人気）� １９５６６（１０番人気）
枠連票数 計１０１０７７５ 的中 （２－８） １１２２７０（３番人気）
普通馬連票数 計３５０１５３０ 的中 �� ２２６９０５（３番人気）
馬単票数 計２５１２３５２ 的中 �� ６３４５４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５７５５２ 的中 �� ４２７４１（３番人気）�� ３５４１（４３番人気）�� ６８０１（２６番人気）
３連複票数 計２７４６１６５ 的中 ��� １２５１１（５１番人気）
３連単票数 計６７８７６４７ 的中 ��� ５３７９（２５９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１１．９―１１．９―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．４―５９．３―１：１１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３６．９
３ ３，１５，１１，２（５，１６）（４，６，８）１４（９，１０）（７，１３）１２，１ ４ ３，１５，１１（２，１６）（４，５，１４）８（９，６）（７，１０）（１３，１２）１

勝馬の
紹 介

スターボイジャー �
�
父 ジ ェ リ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．５．１６ 新潟１着

２００１．４．１１生 牡５鹿 母 クリアースター 母母 ノーザンクリアー １７戦４勝 賞金 ５７，４２６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グリーディー号・チョウカイキセキ号・トーセンフレンド号



（１８東京２）第６日 ５月７日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９２頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

３６５，６５０，０００円
８，４００，０００円
３１，８８０，０００円
１，６２０，０００円
９６０，０００円
７，３００，０００円
４０，２５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

７０，００６，０００円
５，６５８，０００円
１，９３９，２００円

勝馬投票券売得金
６９３，３５６，７００円
７６８，１９６，７００円
１，２０９，５０３，０００円
５，１６０，６４３，４００円
３，４６９，２１０，７００円
１，０３３，９４３，０００円
４，５９２，５１５，８００円
７，６０６，２６２，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ２４，５３３，６３２，０００円

総入場人員 ５０，９３３名 （有料入場人員 ４９，３４９名）




